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ヨーロッパの
カラー鋼板マーケットと技術トレンド



2014年3月7日（金）に「第2回 基礎技術分科会大会」が開催されました。そこで講演された大澤勝彦氏に、
講演集に掲載の論文を元に、ファインスチールの特集記事としてまとめていただきました。
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1  まえがき

ヨーロッパの
カラー鋼板マーケットと
技術トレンド

　経済のグローバル化が進む今日、日本のカラー鋼板に対す

るニーズは、海外の経済状況の変化や技術開発・環境規制

などの影響を受ける状況となりつつあります。さらに、ボー

ダーレス経済の進展は、カラー鋼板の輸出入や日本国内企

業の海外生産へのシフトを今後ますます拡大させて行くもの

と思われます。

　ヨーロッパ（主に西ヨーロッパ）地域のカラー鋼板関連分

野では、EU（欧州連合）が掲げる持続可能性（サスティナ

ビィリティ）のある循環型社会を実現するための技術開発や

グローバル化するマーケットに対応するための多様な変化

が現れています。その動向は、同様に成熟した社会構造をも

つ日本のカラー鋼板マーケットや技術の今後を考える上で多

くの示唆を与えてくれるものと考えています。

2  ヨーロッパのカラー鋼板マーケット

BASF ジャパン 株式会社
コーティングス事業部　研究開発部

大澤 勝彦

2-1 マーケットの概要

特集

1

日本では建材用カラー鋼板はガルバリウム鋼板の使用が

一般的ですが、ヨーロッパでは亜鉛めっき鋼板が主流となっ

ています。その他にアルミ材、ステンレス材などが使われてい

ます。さらに近年は、高耐食性機能をもつマグネシム・アルミ

を添加した亜鉛めっき鋼板が、一部の分野において使用され

つつあります。日本では6価クロム系防錆顔料を含むプライ

マーが塗装されたカラー鋼板が建材製品に使用されていま

すが、欧州では、環境負荷物質の低減を目的にクロムフリー

塗装系の適用が拡大してきています。

また、上塗塗料としては、日欧ともポリエステル樹脂系塗

料、ポリウレタン系樹脂塗料、フッ素樹脂塗料などが使用さ

れています（写真-1）。

一方、家電製品などに対しては、両者ともWEEE・RoHS指

令及びREACHの関連から、環境対応型のクロムフリー塗装

鋼板に切り替えが完了しています。

主に亜鉛めっき鋼板（GI材）

主に亜鉛めっき鋼板（GI材）

クロムフリー化が進展
クロムフリー化が進展、
ポリエステル樹脂系

クロムフリー仕様ポリエステル樹脂系

ポリエステル、ポリウレタン、フッ素、
PVC、ショートプロセス など

ポリエステル、ポリウレタン、フッ素、
遮熱、低汚染 など

ポリエステル、ポリウレタン

素材

素材

建材

家電・
内装器物

化成処理
プライマー

プライマー

上塗

上塗

主にガルバリウム鋼板（GL材）

主に亜鉛めっき鋼板（GI材）

主にクロム系処理
クロム仕様、
エポキシ樹脂系

クロムフリー仕様ポリエステル樹脂系
ポリエステル、ポリウレタン

ヨーロッパ 日本

（表-1） ヨ－ロッパと日本のカラー鋼板仕様の違い

（写真-1） ヨ－ロッパにおけるカラー鋼板の施工例



FineSteel  02

2-2 ECCA1）

ヨーロッパの塗装鋼板の業界団体であるECCA（European 

Coil Coatings Association）は、１９６７年に設立され（ブリュッ

セル、ベルギー）、カラー鋼板の普及や需要拡大などを目的に

その活動を進めています。

現在、鋼板メーカー52社、塗料メーカー26社, その他原料・

設備メーカー53社など、合計140社が参加しています（ヨー

ロッパ域内109社、域外30社）。

公報活動、統計、試験方法の標準化・開発、環境変化の調

査、法律・規制の調査、技術検討、定例会議などの活動が行

われています。秋の定例会議では、加盟メンバー企業から設

備・鋼板・塗料など新技術の開発状況や導入例が報告され、

業界の発展に貢献しています。

BASF Coatings GmbH（ドイツ、ミュンスター）のDr.Lothar 

Jandelは、ECCAのExecutive committee（執行委員会）の

メンバーであり、Technical committee（技術委員会）の委員

長としてその活動に参画しています。ECCAのｗｅｂサイトは、

以下のアドレスからアクセスできます。

（ http://www.prepaintedmetal.eu をご参照ください）2）

2-4 カラー鋼板用塗料の技術動向について
　約20年前の1992年の上塗塗料の構成比は、ポリエス

テル樹脂塗料が約50%、塩ビ樹脂塗料が約30％、PVDF

フッ素樹脂塗料4%、シリコンポリエステル樹脂塗料（SMP）

5%でした。その後、ポリエステル樹脂塗料の耐久性向上や

塩ビ樹脂塗料の環境対応、さらには塗料コスト低減のニーズ

の高まりなどにより、近年では、約70%がポリエステル樹脂

塗料となっています。

一方、耐久性・耐薬品性に優れ、また、塩ビ代替仕様とし

て厚膜塗装が可能なポリウレタン樹脂塗料の需要が大きく

なってきている特徴が見られます。

2-3 カラー鋼板マーケットサイズ 1）

ECCAメンバーによるカラー鋼板（steel材）の出荷量は

2007年の596万ton/年をピークに、世界金融危機後の

2009年に大きく減少しましたが、その後、徐々に回復しつつあ

ります。2013年は、ピーク時の約８割の約480万ton/年で

した。その一因として、アジア地域からのカラー鋼板の輸入量

の増加が影響を与えていると考えられます。

なお、2013年で比較するとECCAのカラー鋼板出荷量は

日本市場の4～5倍相当の規模となります。

また、2011年と2012年の比較では（図-2）、西ヨーロッパ

地域への出荷量は横ばいからやや減少傾向ですが、中・東

ヨーロッパ地域への出荷量は約20％増加しています。西ヨー

ロッパ先進諸国は、日本と同様に低成長な経済地域ですが、

周辺の中・東ヨーロッパ、さらにはロシア・中東・アフリカなどの

カラー鋼板市場として成長が大きく見込まれる地域へ出荷を

拡大しています。

（図-1）ECCA域内のカラー鋼板（steel材）の出荷量

ポリエステル ポリウレタン シリコンポリエステル塩ビ
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●中・東欧州地域への出荷量
　＋18%（2012/2011）

●西欧州地域への出荷量
　△1%（2012/2011）

（図-2）ECCA域内のカラー鋼板（steel材）の出荷量

（図-3）ECCA域内のカラー鋼板用上塗塗料の出荷比率
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3  ヨーロッパにおけるカラー鋼板の技術トレンド

3-1 市場のニーズ
図-4は、一般的な塗料及び塗装に対するマーケットのニーズと

カラー鋼板の塗装プロセスにおけるユーザーニーズを示しています。

品質向上・新製品・環境に優しい持続可能性のある塗料が

求められ、省工程・高速化・作業環境の改善などが塗装工程に

おけるニーズとなっています。安全性、生産効率、コストなどが重

要なファクターと考えられます。

カラー鋼板も同様に、生産性向上、環境対応、サスティナビィリ

ティ、コスト競争力をキーワードとして塗料及び塗装工程のイノ

ベーションが求められています。

グローバル化が進む中で、ヨーロッパに導入されたRoHSや

REACHなどの規制が、日本の家電向けプレコート鋼板のクロム

フリー化の動きを促しました。今後も同様に、ヨーロッパだけで

はなく海外での変化が、日本の製品品質や新製品開発の動向

に影響を与えるものと予測されます。

3-2 クロムフリー塗装鋼板
BASFの塗料部門であるBASF Coatings GmbHは、環

境負荷の少ないカラー鋼板用塗料の開発に1990年代から

取り組んできました（図-5）。

1992年には、クロムフリープライマーを使用した自社倉庫

（ケルン、写真-2）をテスト施工しました。この鋼板は、亜鉛

めっき鋼板に塗布型クロメート処理とクロムフリープライ

マーを組み合わせて、塗装鋼板全体のクロメート量を大幅に

削減した仕様で塗装されています。　

 13年後の物件調査では、ねじ部や傷部においても著しい

腐食の進展や異常はみられず、良好な耐食性を示す結果と

なっています（写真-3）。

1997年には、オーストリアでクロムフリー化成処理を導入

した完全クロムフリーシステムが実用化されました。3） その

後、耐食性・塗膜性能の改良が続けられ、2005年には、完全

クロムフリーシステムが標準仕様として確立され、現在もマー

ケットニーズに合わせた改良を進めています。

2013年現在では、クロムフリーシステムが約70％までに拡

大しています。中でも、ドイツ・オーストリアでは、100%クロムフ

リーシステムに移行し、クリーンな環境配慮型のカラー鋼板が

生産されています。

プライマーの防錆顔料として使用されているストロンチウム

クロメートは、ＥＵ地域では2017年以降は使用できなくなる見

通しです。但し2016年に申請を行えば継続使用できる運用と

なっていますが、最近のECCAの調査結果では、2017年以降に

（図-4）カラー鋼板用塗料の開発の方向性

（図-5）BASF Coatings GmbHのカラー鋼板用プライマーの開発経過（建材用）

（写真-3）ケルンにあるBASFの倉庫の調査結果

（表-2）ESC（The European Society of Cardiology）によるREACHの規制の動向
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ねじ部、その周辺の傷部にも目立った
異常は認められない。

（写真-2）ケルン（ドイツ）にあるBASFの倉庫
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ユニバーサルプライマーの供給開始、クロム仕様

ユニバーサルプライマーの開発スタート、クロム仕様
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4  まとめ

日本でのカラー鋼板の歴史は半世紀を超えるものとなりました。

素材、化成処理、塗料、塗装仕様、設備等は、時代とともに開

発・改良が行われ、高性能・高品質の製品が供給されています。

屋根・壁用途はもとより、家電・室内器物などカラー鋼板の使用

分野はその品質向上とともに拡大し、グローバルなマーケットでは、

新興国の経済発展を受けてその生産量は増加し続けています。

BASFジャパンは、日本をベースにグローバルな視点を交えな

がら、皆様とともに日本のカラー鋼板の発展に貢献させていた

だきたいと考えています。本報が、皆様のご参考となることを期

待し、まとめとさせていただきます。ありがとうございました。

＜参考文献＞
1） 「ECCA statistics - 2012」, the 46th ECCA Autumn Congress
2） ECCA website, http://www.prepaintedmetal.eu
3） 「Chromate-free Coil Coating and One Year of Production Experience」, http://www.colour-europe.de/pf_812_anwendung-Fallbeispiele-CoilCoatings-BASF.htm
4） BASF website, http://www.basf.com/group/corporate/en/sustainability/reach/index

3-3 ショートプロセス
自動車塗装の分野では、環境対応・生産効率向上・コスト

削減などを目的に、焼付回数を削減する塗装プロセス

（ショートプロセス）が導入されつつあります。

カラー鋼板の製造においても生産性向上・省エネルギー・

省スペースなどの点から、IH（誘導加熱）やNIR（近赤外加

熱）などの短時間硬化が可能な新規システムが導入される

ケースが増えています。

しかしながら、従来型塗

料を適用した場合、ワキ

（発泡）・レベリング不良な

どの外観不良の発生や硬

化不良などによる品質の

低下が懸念されます。

塗料の溶剤揮発性、硬

化時の粘度、濡れ性、フ

ロー性、硬化速度、架橋

程度を調整することによ

り短時間硬化システムに

適用できる塗料調整が可能です。写真-4は、ＮＩＲオーブン

（BASFラボ）を使用した際の現行品と改良品の試験結果を

示しています。現行品は、３秒焼付後、全面にワキの発生が見

られますが、改良品は問題がないことが確認できます。

3-4 めっきと塗装の複合ライン
通常、カラー鋼板は亜鉛メッキ鋼板を製造するメッキライン

と塗料を塗装するカラーコーティングラインの２つのプロセス

を通して生産されます。それぞれのプロセスにおいて新技術

開発やコスト削減の取り組みが進められています。

生産システム等のイノベーションによるコスト削減はグ

ローバルな市場環境において競争力を強化するために重要

なポイントとなっています。

その観点から、めっき処理後に連続塗装する複合ラインが

導入され、塗装鋼板が一貫生産されています。通常、めっき

プロセスのライン速度が速いため、塗装工程のスピードアップ

が技術課題となりますが、ショートプロセスに対応できる塗

料及びライン設備の開発により実現しています。生産効率改

善によるコスト競争力にフォーカスしたイノベーションの1つ

の例と考えられます。

ストロンチウムクロメートを継続的に使用すると回答したカラー

鋼板メーカーはなく、EU地域では完全にクロムフリーシステム

へ移行すると予測されます。

　日本でも、2016年に改訂される公共建築工事標準仕様書

（国土交通省）に、クロムフリーカラー鋼板の使用が記載される

見通しです。環境負荷のより少ない物質への転換が世界的に

進んでゆくものと思われます。

なお、BASFでは、ホームページ上にREACHに関する情報を

公開していますのでご参照ください。 http://www.basf.com/group/corporate/en/sustainability/reach/index 4）

（図-6）ショートプロセスの概要

（写真-4） ショートプロセスに適用した
塗料の試験結果（右側）

現行品

■Coil Coating Ovens 焼付オーブン

改良品

Extreme Solvent Popping
（3 sec NIR Drying, Lab-Sample）Convection

対流式（従来タイプ）

Induction
誘導加熱

Medium Wave Infrared
赤外線加熱

Short Wave Infrared（NIR）
近赤外加熱



全国ファインスチール流通協議会（会員39社、理事長・佐渡島克/
株式会社佐渡島代表取締役会長）は、日本鉄鋼連盟 建材薄板技
術・普及委員会の全面的な協力のもと、ファインスチールキャラク
ター「バイオリン弾きのルーフィー」と「鉄から生まれたファイン君」
が、ファインスチールの3つの特長「きれい」「やさしい」「つよい」
などについて説明した、ファインスチールの普及を目的とした
DVDビデオ(約13分間)を制作。進化した鉄、ファインスチールに
ついて、わかりやすく説明されています。
DVDビデオは全国ファインスチール流通協議会会員企業へ配布
するほか、下記ホームページでも閲覧可能です。
ぜひご覧ください。

ファインスチール
普及DVDビデオ完成
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特集

2

●全国ファインスチール流通協議会ホームページ
　http://www.zenkoku-fs.com/

●日本鉄鋼連盟「ファインスチール」ホームページ
　http://finesteel.jp/

塗装工程
加工例

カラーバリエーション

“きれい”を生み出す技術

きれい ＋ 鉄 ＝ ファインスチール

カラフルな色彩、様々な屋根・壁の形状が可能。
「自由度の高さ」が“きれい”を生み出します。
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“やさしい”を生み出す技術

環境にやさしい ＋ 鉄 ＝ ファインスチールル

各種建材や遮熱塗料と組み合わせ、防音・遮音・
遮熱・防汚を図り、雨音低減など快適な住まいを
提供します。

遮音・防音イメージ図
遮熱イメージ図

室内温度抑制イメージ図

“つよい”を生み出す技術

つよい ＋ 鉄 ＝ ファインスチール

軽量ゆえの優れた耐震性。
また、不燃材料のうえ防火構造なので、類焼・延
焼の危険性を防ぎます。

耐震性イメージ図

耐震性実験映像
耐火性イメージ図

室内温度抑制イメージ図

遮熱イメージ図遮熱イメー

室内温度抑制イメ ジ
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ファインスチール
を使った

建築
設計例

309
石神井公園の住宅
設計：長谷川 豪／
長谷川豪建築設計事務所

斜めのラインがもたらす空間 ―

（撮影：写真はすべて、新建築社写真部撮影　）



東京都練馬区。バス通り沿い
に壁面をそろえ家が立ち並ぶ住
宅地。隣接する住宅と同じ高さ
でプロポーションを細長く変化さ
せたような家が建つ。これが今
回紹介する「石神井公園の住宅」
である。
写真家である夫婦と子供の、家
族３人が暮らす家。施主の要望は、
駐車場、庭、撮影スタジオがある
こと。施主の友人である長谷川氏
は、敷地を探すところから始め、
家族が街の中でどのように住むの
かを想像しながら敷地選びを進め
た。これから拡幅工事が進んでい
く地域のメインストリートを前面
にもつ住宅として、プライベート
な専用住宅ではなく、１階に撮影
や打ち合わせのできるスタジオが
あるパブリックな性質を併せ持つ
住宅を設計し、街との関わりを意
識したデザインが施されている。

１面接道、３面を住宅に囲まれ
る敷地。長谷川氏はその中に敷
地の奥にいくほど広がる台形の
ボリュームを提案した。敷地に対
して斜めのラインが入ることで
様々な空間の変化を生むことに
成功した。
道路側には、建物を挟んで南北
に庭、駐車場のスペースが確保さ
れ、周りの住宅に囲まれる閉塞感
を和らげている。特に南側の庭は、
敷地の奥の幅 50 ㎝程の隙間のよ
うなスペースが道路側では幅 2m
の庭となり、ゆるやかに街につな
がっていく。庭を、敷地の奥の暗
いイメージを解消する装置のよう
なものと考えていると長谷川氏が
語る通り、敷地の表と裏という対
比が和らいでおり、都市を引き込
むような印象を受ける。

建物の内部においても、斜めの
ラインにより空間の現れ方が違っ
ている。１階部分では、狭い玄関
が、奥に行くほど広がり、ホール
のような空間になっている。３階
部分では、敷地の奥程軒が低く
なっている。断面形状も連続的に
変化し、キッチンのカウンターに
立つ、ダイニングの椅子に座る、
リビングの床に座る、のように、
位置によって自然と姿勢が変わる
よう促される。住み手の居場所に
呼応するように窓を配置すること
で、自然環境を取り込みやすい空
間となっている。

都市を引き込む庭

バス通り沿いの
スタジオ付住宅

斜めのラインと
生活の変化

3階テラスより見る屋根。

断面図

短手断面図

FineSteel  08



斜めのラインを取り入れること
で、ワンルームの中でも、平面的
にも断面的にも、場所に応じて
様々な身体的なスケールが存在し
ており、立つ位置によって様々な
感覚を得ながら生活することを可
能にしている。
 

建物の形状とともに印象的なの
は、単一的な内外壁の表現である。
内壁は３層にわたって白色のラ
ワン合板を千鳥貼りにしている。
それにより内部では一つの建物
の中にいることを感じることが
できる。外壁は黒色のレッドシ
ダーにより３層にわたって１つの
面が構成され、窓のない西側の立
面は単一のボリュームをより強調
している。
住宅というものは単なる機能
の集合体ではなく、街に属する物
でもある。機能に応じてデザイン

を変えるよりも、建物単体として
街に対してどういう存在感があ
るのかを考え、街の印象を作りか
えていくようなものを作りたい、
という長谷川氏の気持ちが表れ
ている。

屋根には外壁の黒色のレッド
シダーに合った黒いガルバリウム
鋼板が用いられている。同じ黒色
の中でも様々なバリエーションの
中から外壁に合う色が選べたと
いう。また、この建築においては、
敷地の奥に向かって軒の高さが下
がるため、１つ１つのパーツが異
なり細かい寸法調整が必要であっ
たが、職人の努力もあり、きれい
に納めることが可能になった。ガ
ルバリウム鋼板に対して長谷川氏
は、現場での加工がしやすく融通
が利く素材であり、他の建築を立

てる際にもガルバリウム鋼板を使
うことが多いと、使いやすさを
語った。
他にも耐候性が良くメンテナン
スの手間が少ないという魅力を挙
げた。ただ、逆に経年変化をして
味が出る素材ではないので、天然
素材のように時を経てより良い風
合いを出す鋼板が開発され、リー
ズナブルに手に入れられたら良い
だろうと、今後のガルバリウム鋼
板への期待も語った。

３階建ての建物が立ち並ぶ住宅
地。バラバラのデザインでありな
がら、どこか共通のものを感じら
れる。日本で良く見かける光景で
ある。長谷川氏はそのような場所
に建てる住宅の設計についても
語った。
法律上は、街の文脈に沿わない
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デザインを支える
ガルバリウム鋼板

キッチンから、ダイニングテーブル、リビングを見る。

街に対する存在感

「場所への意識」と
「空間を発見しようとする意識」



設計：長谷川豪建築設計事務所／長谷川 豪

レポーター：東京大学 大月研究室　齋藤 慶伸（M2） 久寿米木 真子（M1）

長谷川豪建築設計事務所／〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-7 外苑ビル5F
［tel］03-3403-0336　［fax］03-3403-0337　［e-mail］office@hsgwg.com　［URL］http://www.hsgwg.com/ 

1階ホールは、撮影スタジオとして利用される。

2階平面図

1階平面図

3階平面図

異質な形や色の建物を建てること
もできる。しかし、周りとどこか
で同じ方が好ましいという気持ち
（場所への意識）、建物の内部では
空間的な個性を感じながら生活し
たいという気持ち（空間を発見し
ようとする意識）がある。この建
築のように、斜めのラインという
一つの考え方や形で２つの意識の
交点となり、街から、家の内部ま
で、様々なスケールをなめらかに
つないでいくことが一つの設計方
法ではないか。バラバラでありな
がらどこかでつながりを感じる感
覚は、海外ほど強い都市構造がな
い日本の住宅地でこそ体験できる
ものであるとも語った。
　時がたつにつれ、街の様子も
変わり、子供も成長し家族の生活
も変化をしていく。この建築の斜
めのラインは、また住み手に新た
な意識を呼び起こしながら新たな
空間を創っていくだろう。
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博物館にテーマ建築はありそうで少ない。
　文部科学省の最新調査（2013年3月公表）によると、
全国に博物館（美術館、博物館法に規定されない類
似施設も含む）は5747件もあるという。それほどあるの
に、これはと思うテーマ建築は少ない。
　以前に博覧会会場はテーマ建築で溢れていると書
いた。では博物館と博覧会のパビリオンとの違いは何
だろう。パビリオンは一過性の展示施設で、会期中に
なるべく大勢の人に来てもらうことが重要である。だか
らまず外観で人目を惹こうとする。それがわかりやすい
テーマ建築なら看板としての役割を果たしてなお都合
が良い。
　一方博物館は、一時的なものではないし、展示する
だけでもない。その背後ではコレクションを充実させ、
整理、研究、保存する活動が持続的に行われている。
さらに昨今では、展示だけではなく、地域貢献や教育
活動、娯楽のサービスまでが求められている。
　

　それに博物館は、専用に建てられるものばかりではな
い。大規模な複合商業施設に組み込まれることもあるし、
オーナーが自邸や自社の一部を開放して設ける場合もあ
る。郷土の資料館であれば旧い役場や学校、図書館を、
先人の功績を讃える記念館であればその住まいを、作
家であれば書斎を、画家や彫刻家であればアトリエを
活用することも多い。同様に地域の産業や企業を記念
する博物館では、旧い工場を丸ごとリノベーションしたり、
現役の事務所の一画に展示スペースを設けることもあ
る。歳月をかけてテーマが染み付いた建物が既にある
のだから、わざわざ新築する必要がないのだ。これは
これで良いことだ。むしろ博物館を新設するために、縁
のある建物を無情にも取り壊して、その上に真新しく建
てる方が問題である。仮にそれが建築としていくら優れ
ていても興醒めである。

　要するに、博物館を作るのに、建物が新築されると
は限らないし、新築された場合でも、博物館のテーマ
を表現したものになるとは限らない。ここで具体例を挙
げて、博物館とテーマ建築について考えてみたい。
　上野にある東京国立博物館東洋館（東京都台東区、
1968年竣工、図1）は、日本を除く東洋の考古遺物と
美術品を展示する施設である。だが外観は日本の寝殿
造を思わせるかたちをしている。テーマが東洋なのにな
ぜ日本建築なのか、むしろ隣の本館の方が大陸的であ
る。設計した建築家谷口吉郎によると、収蔵品は「日
本人の好みによって集められ、深い愛情によって保存さ
れたもの」なので、「日本に建てられる東洋美術館は、
その日本の美術眼を示すことが大切となる」（『新建築』
1968年12月号）。だから日本的な空間がふさわしいと考

テーマ建築●

博物館とテーマ建築
16

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ

建築めぐり

図1 東京国立博物館東洋館（谷口吉郎設計、東京都台東区、1968年竣工）
日本を除く東洋美術の展示館。2009年から2013年にかけて行われた改修工事では、当初の
デザインを損なわないように細かい所まで配慮された。

図2 中近東文化センター（岡田新一設計、三鷹市、1979年竣工）
中近東の歴史と文化に関する博物館を備えた研究施設。1989年に増築されたが、当初の雰
囲気を維持するよう配慮されている。
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えたようだ。奥が深い。いや、深すぎて伝わりにくい。
そもそも谷口が設計することで、すでに日本の美術眼は
示されている。それをさらに日本的にするより、谷口の
美術眼を通した東洋を表現した方が、観る側にしっくり
とくるのではないだろうか。

　それとは対照的な例が中近東文化センター（三鷹市、
1979年竣工、図2）である。中近東をテーマとする博物館
を備えた研究施設で、「古代メソポタミアの神殿ジグラット
をイメージしたもの」と公式に説明されている。でも実は、
設計者の岡田新一はそう意図したわけではない。岡田は
「表層の模写は好まない」（『建築画報』1978年3月号）。
中近東文化センターとほぼ同時にオリエント美術館（岡山
市、1979年竣工）の設計も任され、設計が長引いている
間に中近東各地を旅行する機会を得た。その時に見た
チグリス川沿いのどこまでも続く黄土と日干し煉瓦の廃
墟の風景が岡田の脳裏に焼きついたという（『新建築』
1980年1月号）。中近東文化センターの外壁の土色のタイ
ルはメソポタミアの黄土を表している。ところどころに施さ
れた独特で不思議な意匠は、中近東由来のものなのだ
ろう。岡田の美術眼を通した中近東のイメージが建築に
反映され、観る側にジグラットを彷彿とさせるのだ。
　軽井沢の別荘地に建つ田崎美術館（長野県軽井沢
町、1986年竣工、図3）は、洋画家田崎廣助の作品
のための美術館である。田崎は軽井沢に住み、山の
絵を多く描いた。この美術館、道路側の正面は無愛想
だが、館内と中庭は饒舌に語りかけてくる。ガラス張り
の透明感は澄んだ空気を、ジグザグに折れ曲がって展
開するガラス越しに見える細くて白い円柱群は、軽井沢
の木立ちが続いていく様を、屋根の雲型は山や雲の連

なりを連想させる。そういえば田崎の絵には、山の稜線
の背後にうねうねした雲が描かれることが多い。設計者
の原廣司と田崎廣助は同じものを見て、同じものを描い
ているようだ。二人の作風はまるで違うのに、適度な反
発力でも働いているのか、美術館は絵画と建築の見事
なコラボレーションとなっている。
　最後に江戸東京博物館（東京都台東区、1992年
竣工、図4）をとりあげたい。名前の示す通り、江戸と
東京の四世紀に亘る歴史と文化に関する博物館であ
る。設計者の菊竹清訓は、石橋美術館（久留米市、
1956年竣工）以来数多くの博物館を手掛けた、博物
館に造詣の深い建築家だった。その彼が江戸東京博
物館の設計にあたり、「誰が見ても、それはアメリカでも
なければ、ヨーロッパでもない、日本の「かたち」だと
想像できるような、そういう「かたち」」を模索したとい
う（菊竹清訓著『江戸東京博物館』鹿島出版会、
1989年）。だが、この度を越して巨大化した家型は日
本的だろうか。シンボリックなものを作ろうとして気負い
すぎたのではないか。ちょうど時代がバブル景気で、そ
のムードに影響されたのではないか。そんなに追求しな
くても、過去の彼の作品に、日本的で斬新なかたちが
示されていたのに、と思うのは私だけだろうか。

　冒頭の文部科学省の統計では、博物館の総数は前
回調査を下回っている。公立はまだ伸びているが、私
立は2000年頃から減少している。幸運にも博物館を設
計する機会を得た建築家には、くれぐれもスタンドプレー
には走らず、独りよがりでもなく、博物館のテーマを尊
重し、スタッフに協力し、コレクションと共に個性的で魅
力的な博物館を作りあげてほしい。

図3 田崎美術館（原廣司設計、長野県軽井沢町、1986年竣工）
画家田崎廣助の作品を展示するための美術館。田崎は軽井沢に住み、山の絵を多く描いた。
美術館は建築と絵画の見事なコラボレーションとなっている。

図4 江戸東京博物館（菊竹清訓設計、東京都墨田区、1992年竣工）
江戸と東京の歴史と文化に関する博物館。博物館建築に造詣の深い菊竹清訓の設計による
もの。
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 18

FineSteel  13

11

オホーツク海沿岸のほぼ中央に位置し、みどり豊な大地
と森林を有する、農林水産業を基幹産業とした西紋別地
区では、ごみ処理の広域化を推進するため2012年12月
「西紋別地域広域ごみ処理センター」が建設された。
当ごみ処理センターは、熱回収（焼却）施設・破砕選別施
設・最終処分場から構成され、焼却に関しては国の基準
より厳しい自主規制値掲げ、豊かな自然環境の保全に配
慮するとともに、リサイクルを推進し、最終処分量低減を
図っている。
特に、屋根・壁で覆われた施設で処分する最新の最終処
分技術「被覆方」を採用した『最終処分場［被覆施設］』
は、屋根材にガルバリウム鋼板を採用し、降雨や降雪など
の影響を受けずに計画的な安定化と適正な埋立処分を
行うとともに、廃棄物の飛散や臭気など周辺環境に及ぼ
す影響を防いでいる。また、散水設備による降雨量に左
右されない計画的散水で早期安定化を実現している。

埋立物投入装置

散水設備

西紋別地区広域ごみ処理センター

最終処分場［被覆施設］
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22 岩国錦帯橋空港ターミナルビル

山口県岩国市にある米海兵隊岩国航空基地の滑走路を
利用した軍民共用空港として、2012年12月13日に開港した
「岩国錦帯橋空港」のターミナルビルは、航空機利用者
のための便利で分かりやすく使いやすい空港施設として、
また地域経済の活性化・国内各地域との広域交流の発展
などを期待された新たな賑わいの拠点として2012年10月
29日に竣工。岩国～羽田間を1日4往復運航（年間利用客
40万人目標）しており、首都圏と山口県東部地域・広島県
西部地域を結ぶアクセスの充実化を図り、ビジネスの利便
性向上、錦帯橋・宮島などの観光活性化を担っている。
屋根材にガルバリウム鋼板を使用した鉄骨平屋（一部2階
建て）の当ターミナルビルは、延床面積3,450㎡で、1階に
搭乗待合室、搭乗口、搭乗手続きカウンター、売店、事務
室、警察官派出所、トイレなど、2階に送迎デッキを配置。
駐機場側の壁をはじめ殆どの壁がガラス張りになってい
て、航空機がビルの中から見渡せる開放的なつくりとなっ
ている。明るく開放感あふれる利便性の高いコンパクトな
施設で、山口県の新しい「空の玄関口」として気持ちよく
利用されている。



●外観CGイラスト

360度回転

180度
回転

2012年秋号より
季刊広報誌「ファインスチール」の

WEBマガジンが登場しました！

長年みなさまにご愛読いただいている季刊広報誌

「ファインスチール」が、WEBマガジンとして2012年

秋号より登場しました。

本誌では見れなかった建物の立体イメージや、掲載し

きれなかった写真もスライドとしてご覧いただけます。

さらに、バックナンバーの記事もキーワード検索でき

るなど、WEBマガジンならではのコンテンツが盛り沢

山です。ぜひ一度、ファインスチールWEBマガジンを

体験してみてください。

下記URLよりアクセスできます。

●スライド

ファインスチール

http://www.finesteel.jp/
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